
2020年7⽉17⽇(⾦)〜7⽉26⽇(⽇)の期間限定！
「フタバフルーツパーラー」4店舗で、

JA庄内みどり産メロン「⾚いアンデス」「アンデス」をたっぷり使った
スペシャルメニューをご提供いたします。

プレスリリース
報道関係者各位

カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋⾕区、代表取締役 社⻑：楠本修⼆郎） が東京・中野区にある⽼舗果実店「フタバフルー
ツ」とのコラボレーションで展開する「フタバフルーツパーラー」にて、 2020年7⽉17⽇（⾦）〜7⽉26⽇（⽇）の期間限定で、種⼦・苗
⽊・球根・農園芸⽤品などの⽣産および販売や研究開発型企業として独創的な品種の開発を続ける株式会社サカタのタネの「アンデス」メロ
ンとその姉妹品種「⾚いアンデス」を使⽤したスペシャルメニューを販売いたします。

⽇本有数の砂丘地である「庄内砂丘」で太陽の光をたっぷりと浴びて⽢く育った⼭形県・JA庄内みどり産のメロン「⾚いアンデス」「アンデ
ス」をふんだんに使⽤した「JA庄内みどりの⾚いアンデスメロンパフェ」（価格：￥1,480/税抜、販売：フタバフルーツパーラー 新宿マル
イ本館店 / アトレ川崎店 / 湘南T-SITE店）と「JA庄内みどりの⾚いアンデスメロンクレープ」（価格：￥700/税抜、販売：フタバフルーツ
パーラー ららぽーと豊洲店）をご⽤意いたしました。おひとりでももちろん、ご家族ご⼀緒に、「旬」のおいしさをお楽しみいただきたい、
という思いを込めたこの時期だけのスペシャルメニューです。また、各店舗で本スペシャルメニューをご注⽂いただき、メニュー表に表記が
あるクイズに正解すると、毎⽇先着1名様にオリジナルの「アンデスたべ太くん」のぬいぐるみのプレゼントキャンペーンも実施いたします。
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▼ JA庄内みどり産メロン「⾚いアンデス」「アンデス」 スペシャルメニュー 概要

【実施期間】
2020年7⽉17⽇（⾦）〜7⽉26⽇（⽇）

【提供メニュー / 店舗】
JA庄内みどりの⾚いアンデスメロンパフェ ￥1,480（税抜） 販売：フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 湘南T-SITE店
JA庄内みどりの⾚いアンデスメロンクレープ ￥700（税抜） 販売：フタバフルーツパーラー ららぽーと豊洲店

【プレゼント】
スペシャルメニューご提供店舗にて商品をご注⽂いただき、更に、メニュー表に表記があるクイズに正解すると、期間中、毎⽇先着1名様にオリジナル

の「アンデスたべ太くん」ぬいぐるみをプレゼント！ ※商品は無くなり次第終了いたします。 ※詳細は店頭スタッフまでお尋ねください。

✖

「⾚いアンデス」「アンデス」
オリジナルキャラクター

アンデスたべ太くん

JA庄内みどりの⾚いアンデスメロンパフェ
￥1,480（税抜）

JA庄内みどりの⾚いアンデスメロンクレープ
￥700（税抜）
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カフェ・カンパニー 店舗運営ポリシー ＜店舗をご利⽤いただくお客様へのお願い＞

“お互いがお互いを守るということ”

お客様へのお願い
当店のコロナ感染予防対策にご協力ください

発熱や呼吸器症状などの体調の優れない方の
入店をお断りさせていただいております。

入り口でのお客様の手指消毒をお願いします。

店内移動中などのマスク着用と咳エチケットの
ご協力をお願いします。

大声での会話の自粛をお願いします。

長時間でのご利用をお控えください。

ソーシャルディスタンスを保つ為、席の利用方法
レジ待ちのルールなどご協力をお願いします。

SAFETY  and SECURE POLICY

お客様とスタッフの
安全・安心を守ります。

お客様ならびに当社の全スタッフ、その家族を守るため
安全・安心を最優先に取り組みます。

ご理解、ご協力ください。

Social Distance の
ご協力を

店内のこまめな
消毒を実施

SOCIAL DISTANCEIN STORE DISINFECTION

スタッフの検温を
実施

手洗い・うがい・手指の
消毒・殺菌を徹底

入退店内移動・勤務中の
マスク着用を推奨

TAKE TEMPERATUREHAND SANITIZERMASK

We will  protect the health and safety of customer and staff

“お互いがお互いを守るということ”

果実店「フタバフルーツ」について（www.futaba-fruits.jp）

東京都中野区・都⽴家政にある、1941年に創業した⽼舗果実店。サーファー・スノーボーダーでもある3
代⽬店主・成瀬⼤輔⽒を中⼼に、他ジャンルの様々な表現者とコラボレーションをし続け、「単にフルー
ツを売るだけでなく、その楽しさや⽣産者の想いまでも伝えていきたい」と語る成瀬⽒の果物や⽣産者へ
の熱意と、フルーツと他ジャンルを融合させたイベントも多数展開するユニークなキャラクターも持ち合
わせる果実店。

■家庭でもネットメロンを 株式会社サカタのタネの「アンデス」メロンと「⾚いアンデス」

株式会社サカタのタネが1977年に発売した「アンデス」メロンは、「⾼級メロン」とも称される
温室で栽培されたマスクメロンに劣らない味を持ちながら、病気に強くビニールハウスなどでも栽
培できるネットメロンです。それまでのネットメロンに⽐べて⽢みが安定しているため、品種名は
「⽣産者がつくって安⼼」「流通が売って安⼼」「消費者が買って安⼼」の「アンシンデス」から
「アンデス」となったことは、テレビ番組などでもたびたび取り上げられています。 2015年に
は⾚⾁の「⾚いアンデス」を発表し、緑、⾚⾁両⽅揃ったことで、シリーズのラインアップが充実
しました。

■⼭形県JA庄内みどりについて

JA庄内みどりは⼭形県庄内地⽅の北部に位置し、酒⽥市、遊佐町を管轄地域としています。
北側では⿃海⼭の雪解け⽔が⽇向川と⽉光川となって⽇本海へ注ぎ、南側では⼭形県の⺟なる最上川が洋々と流れ、⽇本海へつながっ
ています。ＪＡ地域内には、これらを取⽔源とした⼤規模なかんがい⽔路と基盤整備された「庄内平野」が美しく広がっています。
県産ブランド⽶「つや姫」と「雪若丸」をはじめ「はえぬき」「ひとめぼれ」などを栽培する稲作経営を中⼼としていますが、畑作に
おいても⻑ネギや和梨、年間を通した花きの栽培などが盛んです。また、「庄内平野」の東部に広がる出⽻丘陵では、畜産や特産の
「庄内柿」をはじめとする果樹、ウドやウルイなど⼭菜の栽培、⽇本海沿いに広がる庄内砂丘では「アンデス」や「⾚いアンデス」を
代表とするメロンやストックなどの花き、⼤根などの栽培が盛んで、⼀⼤園芸団地を形成しています。最近では、パプリカ、ミニトマ
ト、シャインマスカット、アスパラガスの栽培に着⼿し、稲作と園芸の複合経営確⽴を進めています。



アトレ川崎店
住所 ： 〒210-0007 

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F
電話 ： 044-280-6838
時間 ： 10:00-21:00
席数 ： 76席

＜ 本件に関する取材・お問い合わせ ＞
カフェ・カンパニー株式会社 PR担当：加藤 菜緒 pr_info@cafecompany.co.jp Tel 03-5778-0477（080-4348-3999） / Fax 03-5778-0478

新宿マルイ本館店
住所 ： 〒160-0022 

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ5F
電話 ： 03-6709-9848
時間 ： 11:00-21:00（⽉〜⼟） 11:00〜20:30（⽇祝）
席数 ： 74席

カフェ・カンパニー株式会社 会社概要

湘南T-SITE店
住所 ： 〒251-0043 

神奈川県藤沢市辻堂元町6-21-1 湘南T-SITE 3号館
電話 ： 0466-53-8116
時間 ： 11:00-21:00
席数 ： 92席（内、テラス30席）

プレスリリース
報道関係者各位
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フタバフルーツパーラー 各店舗概要

オフィシャル画像ダウンロードURL ： https://bit.ly/2VZWtpg	 ※ご掲載などのご活⽤ください。

※時期により、営業時間が変更となることもございます。

■ 会社名 ： カフェ・カンパニー株式会社
■ 代表者 ： 代表取締役社⻑ 楠本修⼆郎
■ 所在地 ： 東京都渋⾕区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F
■ 電話番号 ： 03-5778-0477 
■ 設⽴ ： 2001年6⽉
■ URL ： www.cafecompany.co.jp
■ 事業内容 ： 飲⾷店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業

＜カフェ・カンパニー株式会社について＞
⽇本国内外において、「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとするカフェを企画・運営するほか、商業施設等の
プロデュースや地域活性化事業も⼿掛ける。また、2019年11⽉1⽇より株式会社subLimeと経営統合し、「GYRO HOLDINGS株式会社」
を発⾜。 GYRO HOLDINGS株式会社 コーポレートサイト ： https://www.gyro.holdings

ららぽーと豊洲店
住所 ： 〒 450-6612 東京都江東区豊洲2-4-9 

アーバンドックららぽーと豊洲 1F 「マリーナキッチン」内
電話 ： 03-3520-9252
時間 ： 11:00 - 22:00（ L.O. 21:45 ）
※ テイクアウトOK / フードコート内のお席をご利⽤いただけます。

by WIRED 名古屋JRゲートタワー店
住所 ： 〒 450-6612 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 

JRゲートタワー12F ゲートタワープラザ レストラン街
電話 ： 052-756-2815
時間 ： 11:00-23:00
席数 ： 34席

銀座本店
住所 ： 〒104-0061 

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F 「銀座⼤⾷堂」内
電話 ： 03-6263-9674
時間 ： 11:00-23:00
席数 ： 70席

周南市⽴徳⼭駅前図書館店
住所 ： 〒745-0034

⼭⼝県周南市御幸通2-28-2 周南市⽴徳⼭駅前図書館1F
電話 ： 0834-34-1011
時間 ： 11:00-22:00（⽉〜⾦） 10:00〜22:00（⼟⽇祝）
席数 ： 36席

WIRED KITCHEN with フタバフルーツパーラー
ホームズ新⼭下店
住所 ：〒231-0801

神奈川県横浜市中区新⼭下2-12-34 島忠ホームズ新⼭下店 2F
電話 ：045-277-0157
時間 ：10:00-21:00
席数 ：101席

WIRED CAFE with フタバフルーツパーラー
相鉄ライフ三ツ境店
住所 ：〒246-0022 

神奈川県横浜市瀬⾕区三ツ境2-19 相鉄ライフ三ツ境 2F
電話 ：045-366-5501
時間 ：7:00-22:00 ※7:00-11:00はモーニングメニューのみ
席数 ：84席

本スペシャルメニュー実施店舗

その他 「フタバフルーツパーラー」各店舗

※下記各店舗の営業時間は通常営業時です。新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の為、休業 / 短縮営業となる場合がございます。


